れんきょう通信
はだの市民活動団体連絡協議会 通信 NO.４３ 平成２８年１２月２２日発行
９

１１月３日(木)の市民の日に今年も「れんきょう」はバザーを実施しました。当日はピンク色の
ジャンバー姿の会員が企業・団体・個人の皆様からいただいたバザー協賛品を来場者の皆さんに笑
顔で販売。また中学生ボランティア 4 名が販売する綿菓子・ポップコーンには行列ができ盛況なバ
ザーとなりました。収益金は「はだの市民活動いきいき基金」に積立て、市民活動サポート事業等
市民活動の活性化を図るために利用させていただきます。
毎年人気の綿菓子＆ポップコーンには行列が

バザー収支決算
収入

533,500 円

支出

149,242 円

収益

384,258 円

🌸協賛企業等(50 音順、敬称略）

㈱アイエンス 浅見 一義 荒井 憲一 イオンリテール㈱イオン秦野店
出雲大社相模分祠 ㈱イトーヨーカドー秦野店 ㈱越前屋 大秦野カントリークラブ
㈱小田原百貨店渋沢店 神奈川トヨタ自動車㈱秦野店 ㈲かまか商店 川口商店
㈲川口製粉製麺
菊池 妃名子 ㈱熊澤屋呉服店 ㈲サトー朋文堂 佐野商事㈱
三恵㈱ サントリービバレッジサービス㈱湘南支店 ＪＡ全農かながわ秦野綜合工場
しぶさわ薬局 十全堂㈱
手芸ボランティアクラブ
セブン‐イレブン秦野市渋沢２丁目店 ㈱タカキベーカリー秦野工場 ㈲高橋紙店
立花屋茶舗本店 ㈱鶴巻蜂園 東海大学政治経済学部学部長 前田 成東
㈱東京カントリー倶楽部 日産プリンス神奈川販売株式会社秦野店 秦野遊技場組合
はだの悠遊会 日立労組神奈川支部 陽だまり座 フードワン鶴巻店 藤歌謡サークル
㈱不二家秦野工場 フローリストせきど ㈲芳甘菓豆芳
㈱ホンダカーズ中央神奈川秦野店 ㈱ホンダカーズ中央神奈川秦野東店
ヤオマサ㈱渋沢店 ㈱ヨークマート西大竹店 ㈱ヨークマート緑町店
㈱リンレイ秦野工場 ワークマン秦野店 和田呉服店 毎年ありがとうございます
れんきょう通信 No.４３

平成 29 年度 市民活動サポート事業

募集中

支援金額 100,000 円
れんきょうが市民活動を応援します！！

募集期間 平成２8 年１１月１５日（火）～平成２９年１月１３日（金）
第一次審査（書類審査）

平成 2９年１月２４日（火）

第二次審査（公開プレゼンテーション）

平成 2９年２月２５日（土）

結果発表

平成 2９年３月中旬頃

支援金の交付

平成 2９年４月以降

★ 応募のご相談・お問い合わせ先： れんきょう事務局 ☎８２－５１１８
★ 応募書類・案内書・手引き等は、市民活動サポートセンターホームページから
ダウンロードできます。http://www.saposen.org/
● 平成２８年度の支援事業に選ばれた６団体
団

体

名

事 業

名

秦野マンドリンクラブ

「秦野マンドリンクラブ第２６回定期演奏会」活動
～オペラとの共演～

おはなし出てこい

秦野の民話 手作り紙芝居 普及推進活動

相模どうぶつ愛護の会

ノラ猫問題 解決策は不妊去勢手術がカギ！

戸川森づくりの仲間

秦野戸川公園内の森林づくり（森林整備）

はだの災害ボランティアネットワーク

災害救援ボランティアコーディネーター養成講座

秦野音楽療法ネットワーク

日本音楽療法学会認定音楽療法士による、音楽を使って心
身ともに健康で過ごしていただけるための講演会及び音
楽会「音楽でつながろう」

保健福祉センターフェスティバル参加のお知らせ
平成２９年２月５日（日）に秦野市保健福祉センターフェスティバルが開催されます。
市民活動サポートセンターでは活動内容の展示、バルーンアート、名刺の無料作成を行います。
ポップコーン等のプレゼントを用意して、皆様のお越しをお待ちしております！！
れんきょう通信 No.４３

お知らせ
れんきょうの
新しい仲間です♪

🌼 いぬ・ねこ笑顔の会 🌼
神奈川県保護センター登録ボランティア
神奈川県動物愛護推進員として、人間の身勝
手な理由で捨てられた殺処分対象の犬猫を保
護し、里親に命のバトンを渡しています。
また、保護した子をトレーニングして、秦
野市内外の高齢介護施設等を訪問したりして
おります（セラピー活動）。

ボランタリー活動支援施設
ＣＥＯミーティング参加報告
日時：平成 28 年 11 月 14 日（月）
かながわ県民センター
県内の公的な市民活動サポートセンター等
の施設長や当該施設の所管課長を対象とした
ＣＥＯミーティングに参加しました。内容は
「成果を生み出す支援センターのマネジメン
トについて」の講義とワークショップでした。
ワークショップでは他市の現状や課題等も
聞け、大変、有意義な研修でありました。
サポートセンターが市民活動団体にとって
より役に立つ施設になるように努めていきた
いと思います。
（サポートセンター
）

れんきょう会員４団体に
感謝状が贈呈されました
日時：平成 28 年 10 月 15 日（土）
秦野市保健福祉センター多目的ホール
秦野市社会福祉協議会主催の秦野市社会福
祉大会において、長年にわたるボランティア
活動が評価され感謝状が贈呈されました。
◆秦野市長感謝状
なでしこ傾聴の会
はだの災害ボランティアネットワーク
はだの水菜会
◆秦野市社会福祉協議会会長感謝状
まほろば里山林を育む会

市民活動団体 出張無料相談会
日時：平成 28 年 11 月 21 日（月）
秦野市市民活動サポートセンター会議室
かながわ県民活動サポートセンター「アドバイ
ザー相談コーナー」相談員（椎野さん・手塚さ
ん）による無料出張相談会がサポートセンター
にて行われました。相談団体は２団体。団体の
運営や事業計画、会計、他団体とのパートナー
シップなど、様々な疑問点や質問に対し、団体
の現状を把握した上で、的確なアドバイスをい
ただけたので、団体の方だ
けでなく、陪席したサポー
トセンタースタッフにとり
ましても、とても有意義な
時間となりました。
熱心に質問をする様子

災害ボランティアセンター開設訓練体験者募集
日時：平成２９年１月２１日（土）午前９時３０分～保健福祉センター
災害ボランティアセンター開設訓練で災害ボランティア役として受付から派遣、活動、
帰着までの一連の流れを体験していただく方を募集しております。
災害ボランティアの体験をしてみたい方は平成 29 年 1 月 12 日（木）までに事務局
（☎８２－５１１８）へご連絡ください。
れんきょう通信 No.４３

ワイヤレスアンプ・マイク
無 料 貸し出し いたします

チャレンジ！THE ボランティア
実施報告書

れんきょうでは市民活動の活性化を図るため、
市民活動サポートセンターにて、ワイヤレス
アンプとマイクの無料貸し出しを行っています。
団体行事などにご利用ください。
◆借用申請出来る団体
はだの市民活動団体連絡協議会に
加盟している団体

中学生、高校生を対象に、今年の夏休みに
行われたチャレンジ！THE ボランティアの
実施報告書です。
団体の方々や参加の皆さんと接したことで、
ボランティアに対するイメージが変わり、
やる気と熱意あふれる生徒さん達の様子を読み
取ることが出来ますので、

◆ご利用には
事前予約・申請書の提出 等
の手続きが必要となります。
詳しくは、
市民活動サポートセンター スタッフまで

お手元の報告書を
是非ご覧ください。
ホームページにも掲載中です。
http://www.saposen.org/

サポートセンター自主事業
✿絵手紙教室

開催結果報告

受講者３名

１１月１２日（土）「初めての絵手紙年賀状」講師:稲毛 和子（秦野会）
✿第 5 回はだの雑学大学 受講者５８名
１１月２３日（水）「Katumi In 道祖神ワンダーワールド」講師:武 勝美
✿パソコン講座 受講者 10 名
１２月１６日（金）「スマホ＆デジカメ写真の活用と整理」講師: 田中 眞治
※「はだの雑学大学」を開催しております。ご希望の講座がございましたら、市民活動
サポートセンターまでご意見をお寄せください。

編集後記
秋晴れとなった１１月 3 日「市民の日れんきょうバザー」はたくさんの人で賑わいました。
中学生ボランティアの笑顔は売り場を明るく活気づけてくれました。若さのパワーは素敵で
すね。バザーに携わっていただいたみなさま、ご協力ありがとうございました。

◆れんきょう事務局◆
〒257-８５０１ 秦野市桜町１－３－２
秦野市役所 市民自治振興課内
TEL： 0463-82-5118 (直通)
FAX： 0463-82-6793 (共通)
◆秦野市市民活動サポートセンター◆
〒257-0054 秦野市緑町１６－３（保健福祉センター４階）
TEL・FAX：0463-83-1760
URL： http://www.saposen.org
MAIL: hadano@saposen.org
れんきょう通信 No.４３

